
箇 所 内 容
１⾴⽬ <聴取概要>の後1⾏⽬2⽂字⽬〜44⽂字⽬

2⾏⽬5⽂字⽬〜3⾏⽬3⽂字⽬

4⾏⽬2⽂字⽬〜32⽂字⽬

6⾏⽬6⽂字⽬〜45⽂字⽬

8⾏⽬7⽂字⽬〜26⽂字⽬

9⾏⽬21⽂字⽬〜38⽂字⽬

10⾏⽬5⽂字⽬〜11⾏⽬40⽂字⽬

12⾏⽬2⽂字⽬〜13⾏⽬34⽂字⽬

2頁目1行目全て

2⾏⽬15⽂字⽬〜19⽂字⽬

<報告書の要点>の後1⾏⽬2⽂字⽬〜30⽂字⽬ 本件と法人との関係性

2⾏⽬2⽂字⽬〜16⽂字⽬ 法人名

3⾏⽬9⽂字⽬〜22⽂字⽬ 法人名

5行目全て 法人名、代表者名、所在地及び
電話番号

6行目全て 法人名、担当者名、所在地及び
電話番号

1⾴⽬20⾏⽬1⽂字⽬〜9⽂字⽬ 契約の内容 非公開妥当

21⾏⽬15⽂字⽬〜17⽂字⽬ 法人の主張内容 公開妥当  全く同じ文書が他頁であり、その頁
では公開しているため、非公開とする
理由がない。

23⾏⽬1⽂字⽬〜26⽂字⽬

25⾏⽬1⽂字⽬〜7⽂字⽬

25⾏⽬34⽂字⽬〜26⾏⽬14⽂字⽬

2⾴⽬2⾏⽬1⽂字⽬〜3⾏⽬7⽂字⽬

4⾏⽬1⽂字⽬〜24⽂字⽬ 購入システムについて 一部非公開妥当
1⽂字⽬〜9⽂字
目は公開妥当、
その余は非公開
妥当。

 1⽂字⽬〜9⽂字⽬の情報を公にした
としても、当該法人の取引の安全を害
するなど当該法人の競争上の地位その
他正当な利益を害すると認められな
い。また、当該若しくは同種の事務の
目的が達成できなくなり、又はこれら
の事務の公正かつ適切な執行に著しい
支障を及ぼすおそれもない。

5⾏⽬12⽂字⽬〜18⽂字⽬ 法人名 非公開妥当

6⾏⽬〜9⾏⽬ 隣地との関係

14⾏⽬1⽂字⽬〜34⽂字⽬ 所有権の移転関係

16⾏⽬1⽂字⽬〜8⽂字⽬ 法人と隣人との関係 公開妥当  この情報を公にしたとしても、当該
法人の取引の安全を害するなど当該法
人の競争上の地位その他正当な利益を
害すると認められない。また、当該若
しくは同種の事務の目的が達成できな
くなり、又はこれらの事務の公正かつ
適切な執行に著しい支障を及ぼすおそ
れもない。

17⾏⽬〜21⾏⽬ 隣人とのトラブルの内容 非公開妥当

22⾏⽬5⽂字⽬〜14⽂字⽬ 契約の時期

19⽂字⽬〜25⽂字⽬ 法人名

24⾏⽬5⽂字⽬〜27⽂字⽬ 隣人とのトラブルの状況

25⾏⽬1⽂字⽬〜26⽂字⽬ 隣人とのトラブルに関すること

26行目全て 隣人とのトラブルの状況

27⾏⽬25⽂字⽬〜31⽂字⽬ 法人名

27⾏⽬33⽂字⽬〜35⽂字⽬ 職名 公開妥当  全く同じ文書が他頁であり、その頁
では公開しているため、非公開とする
理由がない。

非公開妥当法人名

非公開部分
文書名

廃棄物の処理及び清掃に関す
る報告書(平成28年2月19日)

立入検査結果(16/01/22)
※事情聴取の概要

審査会の判断

大阪府の事情聴取内容 非公開妥当

非公開妥当

大阪府情報公開条例第８条第１項第４号に基づき非公開としたもの                                               別表3-2

立入検査結果(16/02/19)
※報告書（廃棄物処理法第18
条第１項）の内容の要点
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箇 所 内 容

非公開部分
文書名 審査会の判断

28⾏⽬4⽂字⽬〜13⽂字⽬ 非公開妥当

3⾴⽬ 1⾏⽬12⽂字⽬〜18⽂字⽬

3⾏⽬3⽂字⽬〜7⽂字⽬

6⾏⽬15⽂字⽬〜21⽂字⽬

7⾏⽬1⽂字⽬〜4⽂字⽬

6⽂字⽬〜15⽂字⽬

8⾏⽬〜10⾏⽬15⽂字⽬まで 法人名及び費用の交渉内容
12⾏⽬１⽂字⽬〜4⽂字⽬ 法人名
18⽂字⽬〜21⽂字⽬ 法人名 非公開妥当

30⽂字⽬〜33⽂字⽬ 数値
36⽂字⽬〜13⾏⽬4⽂字⽬ 法人名
13⾏⽬8⽂字⽬〜10⽂字⽬ 数値
32⽂字⽬〜34⽂字⽬ 数値
14⾏⽬8⽂字⽬〜11⽂字⽬ 数値
28⽂字⽬〜31⽂字⽬ 数値
16⾏⽬〜17⾏⽬ トラブルの内容

20⾏⽬〜23⾏⽬のうち「住所」、「電話」の
記載を除く全て
24⾏⽬〜27⾏⽬全て

4⾴⽬1⾏⽬〜4⾏⽬全て

9⾏⽬〜12⾏⽬全て

２⾏⽬1⽂字⽬〜11⽂字⽬ 法人名 非公開妥当

「１）工事名」の「阪南市」の後３文字 地名

「２）工事場所」の「阪南市」の後5文字 地名及び番地

「２）工事場所」の「約」の後「㎡」まで全て 数値 公開妥当  全く同じ文書が他頁であり、その頁
では公開しているため、非公開とする
理由がない。

「４）⼯事代⾦」の「￥」から「−」まで全て 数値 非公開妥当

「５）工事代金の支払い」の「工事着手金」から
「−」まで全て

数値

「５）工事代金の支払い」の「中間金（図面確定
時）」から「−」まで全て

数値

「５）工事代金の支払い」の「検査終了時」から
「−」まで全て

数値

「工事名」の「阪南市」の後３文字 地名 非公開妥当

「⾦額」の「￥」の後「−」まで全て 数値

下から4行目以下全て 法人名、郵便番号、所在地、電
話番号、ファクシミリ番号、氏
名及び携帯電話番号

数量統括表 「単価」欄全て 数値 非公開妥当

「金額」欄全て 数値

欄外下段 法人名

全部事項証明書 全て 記載事項全て 非公開妥当

土地売買契約書 ２頁目 売主・買主
第1条1項売買代金
2項手付金の金額
4項残代金の金額

氏名
数値
数値
数値

非公開妥当

３頁目第12条２項違約金の金額 数値

４頁目特約条項全て 特約の内容

「物件の表示」の「所在地」欄の「阪南市」から後
全て

地名及び番地

「物件の表示」の「地目」欄全て 地目

「物件の表示」の「地積」欄の「公簿」と「㎡」ま
での間の部分

数値

「物件の表示」の「地積」の「合計」欄の「㎡」の
前まで

数値

御見積書

法人名廃棄物の処理及び清掃に関す
る報告書(平成28年2月19日)

注文書

法人名、郵便番号、所在地、電
話番号、氏名及び代表者名
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箇 所 内 容

非公開部分
文書名 審査会の判断

土地売買契約書 ５頁目「売主」、「住所」及び「氏名」から㊞まで
の全て

住所、法人名、代表者名及び印
影

非公開妥当

「買主」、「住所」及び「氏名」から㊞までの全て 住所、氏名及び印影

２⾴⽬〜８⾴⽬の全て 記載事項全て 非公開妥当

９頁目「売主」欄、「買主」欄の「住所」、「氏
名」、「印影」

住所、氏名及び印影

１⾴⽬<概要>の後５⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬、４⽂字
⽬〜29⽂字⽬

非公開妥当

6行目全て

9行目全て

11⾏⽬〜14行目全て

2頁目１行目全て

2⾏⽬13⽂字⽬〜22⽂字⽬

4⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬
5⾏⽬6⽂字⽬〜12⽂字⽬

6⾏⽬7⽂字⽬〜11⽂字⽬、13⽂字⽬〜27⽂字⽬

8⾏⽬１⽂字⽬〜3⽂字⽬、4⽂字⽬〜10⽂字⽬、11
⽂字⽬〜15⽂字⽬、17⽂字⽬〜39⽂字⽬
9⾏⽬9⽂字⽬〜13⽂字⽬

10行目全て

12行目全て

14⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬、4⽂字⽬〜19⽂字⽬

17⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬、4⽂字⽬〜8⽂字⽬、18⽂
字⽬〜36⽂字⽬

18行目全て

19⾏⽬4⽂字⽬〜8⽂字⽬、10⽂字⽬〜24⽂字⽬

20行目全て

22⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬

26⾏⽬１⽂字⽬〜3⽂字⽬

27⾏⽬12⽂字⽬〜16⽂字⽬、20⽂字⽬〜27⽂字⽬、
34⽂字⽬〜40⽂字⽬

30行目全て

31⾏⽬17⽂字⽬〜38⽂字⽬

35⾏⽬10⽂字⽬〜12⽂字⽬、26⽂字⽬〜48⽂字⽬
36⾏⽬1⽂字⽬〜5⽂字⽬
38⾏⽬10⽂字⽬〜25⽂字⽬、31⽂字⽬〜39⽂字⽬
39⾏⽬13⽂字⽬〜16⽂字⽬、18⽂字⽬〜24⽂字⽬
40⾏⽬9⽂字⽬〜15⽂字⽬、18⽂字⽬〜21⽂字⽬、
43⽂字⽬〜46⽂字⽬
41⾏⽬2⽂字⽬〜8⽂字⽬、17⽂字⽬〜21⽂字⽬
42⾏⽬10⽂字⽬〜14⽂字⽬
43⾏⽬17⽂字⽬〜23⽂字⽬
44⾏⽬5⽂字⽬〜16⽂字⽬、26⽂字⽬〜30⽂字⽬

３⾴⽬2⾏⽬2⽂字⽬〜13⽂字⽬、23⽂字⽬〜29⽂字
目
4⾏⽬1⽂字⽬〜4⽂字⽬、9⽂字⽬〜20⽂字⽬

１⾴⽬   「対応内容：」の後1⾏⽬40⽂字⽬〜2⾏⽬
11文字目

大阪府の事情聴取内容 非公開妥当

5⾏⽬7⽂字⽬〜19⽂字⽬

6⾏⽬19⽂字⽬〜30⽂字⽬、38⽂字⽬〜40⽂字⽬
7⾏⽬33⽂字⽬〜8⾏⽬4⽂字⽬
6⽂字⽬〜10⽂字⽬、23⽂字⽬〜34⽂字⽬

10行目全て

11⾏⽬4⽂字⽬〜19⽂字⽬

12⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬

14⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬

大阪府の事情聴取内容

重要事項説明書

立入検査結果(16/02/24)
※問い合わせ（電話連絡等）

立入検査結果(16/02/25)
※事情聴取の概要
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箇 所 内 容

非公開部分
文書名 審査会の判断

立入検査結果(16/02/25)
※事情聴取の概要

16⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬、17⾏⽬1⽂字⽬〜5⽂字⽬ 非公開妥当

19⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬

2⾴⽬1⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬
3⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬

立入検査結果(16/03/02)
※事情聴取の概要

１⾴⽬「対応内容：」の後4⾏⽬2⽂字⽬〜13⽂字
⽬、24⽂字⽬〜30⽂字⽬、32⽂字⽬〜38⽂字⽬
5⾏⽬8⽂字⽬〜14⽂字⽬
6⾏⽬40⽂字⽬〜7⾏⽬1⽂字⽬
8⾏⽬44⽂字⽬〜9⾏⽬19⽂字⽬
14⾏⽬24⽂字⽬〜30⽂字⽬

2⾴⽬1⾏⽬5⽂字⽬〜18⽂字⽬
4⾏⽬8⽂字⽬〜27⽂字⽬、35⽂字⽬〜37⽂字⽬
6⾏⽬2⽂字⽬〜11⽂字⽬
9⾏⽬2⽂字⽬〜8⽂字⽬、20⽂字⽬〜26⽂字⽬

23⾏⽬2⽂字⽬〜24⾏⽬7⽂字⽬
24⾏⽬14⽂字⽬〜20⽂字⽬
29⾏⽬2⽂字⽬〜8⽂字⽬、17⽂字⽬〜22⽂字⽬、24
⽂字⽬〜26⽂字⽬、31⽂字⽬〜34⽂字⽬
30⾏⽬１⽂字⽬〜4⽂字⽬

市町村受付年月日欄全て 日付け

受付番号欄の「No.」の後全て 数値

係員欄の「印」の前全て 印影

申請地欄の「阪南市」の後全て 町名及び番地

造成主、住所・氏名欄の全て 所在地、法人名及び代表者名

宅地面積欄の「㎡」の前全て 数値

用途地域・地区欄の全て 地域地区の種類

切盛土面積欄の「㎡」の前全て 数値

接続道路欄の「路線名：」の全て
「建築基準法」から「道路」まで全て
「（幅員」から「ｍ）」まで全て

道路名
建築基準法上の道路種別
数値

砂防指定区域欄の全て 指定の有無等

排水放流先欄の全て 排水の放流先

都市計画等の関係欄の下段全て 支障の有無

再下段の欄外 数値

2⾴⽬2⾏⽬24⽂字⽬〜27⽂字⽬、4⾏⽬〜9⾏⽬全て

14⾏⽬12⽂字⽬〜16⽂字⽬、24⽂字⽬〜25⽂字⽬
15⾏⽬6⽂字⽬〜13⽂字⽬
16⾏⽬2⽂字⽬〜27⽂字⽬
17⾏⽬2⽂字⽬〜5⽂字⽬、7⽂字⽬〜8⽂字⽬、25⽂
字⽬〜31⽂字⽬、35⽂字⽬〜38⽂字⽬

19⾏⽬1⽂字⽬〜4⽂字⽬
20⾏⽬〜29⾏⽬全て
30⾏⽬1⽂字⽬〜7⽂字⽬
38⾏⽬〜41⾏⽬全て

３⾴⽬3⾏⽬2⽂字⽬〜16⽂字⽬
4⾏⽬2⽂字⽬〜15⽂字⽬

6⾏⽬37⽂字⽬〜43⽂字⽬ 取引関係 公開妥当  この情報を公にしたとしても、当該
法人の取引の安全を害するなど当該法
人の競争上の地位その他正当な利益を
害すると認められない。また、当該若
しくは同種の事務の目的が達成できな
くなり、又はこれらの事務の公正かつ
適切な執行に著しい支障を及ぼすおそ
れもない。

大阪府の事情聴取内容 非公開妥当

大阪府の事情聴取内容 非公開妥当

公開妥当  阪南市宅地造成等規制法施行細則第
14条により宅地造成工事許可標識を掲
示していたが、同標識には概ね左記調
査報告書に書かれた情報が書かれてい
る。一部同標識に書かれていない情報
があるが、当該情報については、この
情報を公にしたとしても、当該法人の
取引の安全を害するなど当該法人の競
争上の地位その他正当な利益を害する
と認められない。また、当該若しくは
同種の事務の目的が達成できなくな
り、又はこれらの事務の公正かつ適切
な執行に著しい支障を及ぼすおそれも
ない。

立入検査結果(16/03/30)
※事情聴取の概要

宅地造成等規制法許可申請に
関する調査報告書
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箇 所 内 容

非公開部分
文書名 審査会の判断

「対応内容：」の後7⾏⽬12⽂字⽬〜21⽂字⽬ 法人名が類推できる内容 非公開妥当

9⾏⽬14⽂字⽬〜16⽂字⽬ 町名

11⾏⽬24⽂字⽬〜33⽂字⽬ 氏名及び本件との関係が分かる
内容

12⾏⽬10⽂字⽬〜13⽂字⽬、16⽂字⽬〜20⽂字⽬ 法人名

2⾴⽬ 8⾏⽬3⽂字⽬〜8⽂字⽬ 法人名が類推できる内容

13⾏⽬32⽂字⽬〜14⾏⽬1⽂字⽬ 氏名

19⾏⽬14⽂字⽬〜17⽂字⽬ 氏名

23⾏⽬17⽂字⽬〜18⽂字⽬ 名前

29⽂字⽬〜33⽂字⽬ 法人名

24⾏⽬29⽂字⽬〜34⽂字⽬ 法人名

2⾴⽬8⾏⽬1⽂字⽬〜6⽂字⽬ 法人名が類推できる内容

13⾏⽬32⽂字⽬〜35⽂字⽬ 氏名

19⾏⽬10⽂字⽬〜13⽂字⽬ 氏名

23⾏⽬17⽂字⽬〜18⽂字⽬ 名前

29⽂字⽬〜33⽂字⽬ 法人名

24⾏⽬5⽂字⽬〜7⽂字⽬、13⽂字⽬〜24⽂字⽬ 名前及び携帯電話番号

27⽂字⽬〜32⽂字⽬ 法人名

25⾏⽬1⽂字⽬〜3⽂字⽬、9⽂字⽬〜20⽂字⽬ 名前及び携帯電話番号

5頁目全て（地図の全て及び地図上の手書きのメモ） 法人等の所在地、名前及び電話
番号

6頁目全て（地形図全て） 法人等の所在地

１⾴⽬「対応内容：」の後13⾏⽬6⽂字⽬〜22⽂字
目

2⾴⽬5⾏⽬〜20⾏⽬全て

1頁目    「対応内容：」の後
10⾏⽬2⽂字⽬〜9⽂字⽬、11⾏⽬13⽂字⽬〜20⽂字2⾴⽬1⾏⽬15⽂字⽬〜16⽂字⽬
2⾏⽬2⽂字⽬〜4⽂字⽬
3⾏⽬8⽂字⽬〜11⽂字⽬、13⽂字⽬〜17⽂字⽬
5⾏⽬2⽂字⽬〜5⽂字⽬、19⽂字⽬〜21⽂字⽬
7⾏⽬2⽂字⽬〜5⽂字⽬

4⾏⽬34⽂字⽬〜5⾏⽬3⽂字⽬ 町名及び番地

9⾏⽬6⽂字⽬〜11⽂字⽬ 町名及び番地

4⾏⽬1⽂字⽬〜10⽂字⽬ 法人名及び氏名

5⾏⽬9⽂字⽬〜14⽂字⽬ 町名及び番地

9⾏⽬17⽂字⽬〜22⽂字⽬ 町名及び番地

立入検査結果(16/05/13)
※事情聴取の概要

「対応内容：」の後4⾏⽬2⽂字⽬〜8⽂字⽬
5⾏⽬31⽂字⽬〜41⽂字⽬
6⾏⽬39⽂字⽬〜7⾏⽬5⽂字⽬

大阪府の事情聴取内容 非公開妥当

申立書（平成28年5月13日受
付）

2⾏⽬1⽂字⽬〜10⽂字⽬
5⾏⽬19⽂字⽬〜24⽂字⽬
7⾏⽬8⽂字⽬〜11⽂字⽬、14⽂字⽬〜23⽂字⽬、30
⽂字⽬〜8⾏⽬2⽂字⽬

法人名、氏名、町名、番地及び
申立者が類推できる内容

非公開妥当

立入検査結果(16/05/17)
※事情聴取の概要

1⾴⽬「対応内容：」の後10⾏⽬2⽂字⽬〜32⽂字⽬
14⾏⽬2⽂字⽬〜4⽂字⽬
15⾏⽬2⽂字⽬〜6⽂字⽬
2⾴⽬1⾏⽬2⽂字⽬〜6⽂字⽬

大阪府の事情聴取内容 非公開妥当

立入検査結果(16/05/19)
※事情聴取の概要

1⾴⽬「対応内容：」の後9⾏⽬2⽂字⽬〜5⽂字⽬
10⾏⽬2⽂字⽬〜5⽂字⽬
12⾏⽬2⽂字⽬〜22⽂字⽬

大阪府の事情聴取内容 非公開妥当

立入検査結果(16/05/31)
※問い合わせ（電話連絡等）
内容の概要

２⾴⽬4⾏⽬42⽂字⽬〜44⽂字⽬ 氏名 非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

大阪府の事情聴取内容 非公開妥当

非公開妥当

非公開妥当

産業廃棄物の処理に関する報
告書(平成28年4月11日)

産業廃棄物の処理に関する報
告書(平成28年4月4日)

立入検査結果(16/04/19)
※問い合わせ（電話連絡等）
内容の概要

聴取内容

申立書（平成28年4月27日受
付2枚目）

立入検査結果(16/04/27)
※事情聴取の概要

立入検査結果(16/04/04)
※報告書（廃棄物処理法第18
条第１項）の内容の要点

申立書（平成28年4月27日受
付1枚目）

5



箇 所 内 容

非公開部分
文書名 審査会の判断

立入検査結果(16/07/05)
※問い合わせ（電話連絡等）
内容の概要

２⾴⽬4⾏⽬2⽂字⽬〜6⽂字⽬、10⽂字⽬〜12⽂字
目
5⾏⽬2⽂字⽬〜3⽂字⽬
8⾏⽬2⽂字⽬〜14⽂字⽬
9⾏⽬2⽂字⽬〜17⽂字⽬
10⾏⽬2⽂字⽬〜6⽂字⽬、16⽂字⽬〜22⽂字⽬
11⾏⽬2⽂字⽬〜8⽂字⽬、12⽂字⽬〜21⽂字⽬
12⾏⽬2⽂字⽬〜8⽂字⽬、10⽂字⽬〜19⽂字⽬
13⾏⽬44⽂字⽬〜46⽂字⽬
14⾏⽬4⽂字⽬〜16⽂字⽬

大阪府の事情聴取内容 非公開妥当

立入検査結果(16/07/06)
※担当事務所と他の行政機関
との情報共有

「対応内容：」の後9行目2文字目から文末まで 他機関から問い合わせがあった
こと

非公開妥当

FAX送付書
ネクサス合同会社からFAXで

「連絡事項」の後2⾏⽬1⽂字⽬〜9⽂字⽬ 法人名 非公開妥当

御見積書 １⾏⽬１⽂字⽬〜11⽂字⽬ 機器のブランド名

2⾏⽬１⽂字⽬〜７⽂字⽬ 機器の性能表示

4⾏⽬１⽂字⽬〜5⽂字⽬ 氏名

5⾏⽬１⽂字⽬〜11⽂字⽬ 数値

6⾏⽬左側1⽂字⽬〜7⽂字⽬
7⾏⽬左側１⽂字⽬〜12⽂字⽬
8⾏⽬左側１⽂字⽬〜9⽂字⽬
9⾏⽬左側１⽂字⽬〜7⽂字⽬

契約内容

6行目右側「会社所在地：」欄
7行目右側「会社名：」欄
8行目右側「電話番号：」欄
9行目右側「担当者氏名：」欄

法人所在地、法人名、電話番号
及び氏名

8⾏⽬右側「電話番号：」欄〜9⾏⽬右側「担当者⽒
名：」欄の右端

ロゴマーク及び法人名

「製品名 型番」欄の1段⽬〜2段⽬ 製品名及び型番

「製品名 型番」欄の3段⽬〜5段⽬ 製品名

「単価」欄の1段⽬〜5段⽬ 数値

「⾦額」欄の1段⽬〜5段⽬
9段目
11段⽬〜12段⽬
16段⽬〜19段⽬

数値

産業用太陽光発電システム売
買契約書（兼工事請負契約
書）

右側上部 収入印紙、消印、ロゴマーク及
び法人名

一部非公開妥当
印影は公開妥
当、その余は非
公開妥当。

 消印は、同じ頁内で公開している印
影と同一であるから、非公開とする理
由がないため公開妥当。

「ご契約者」欄中の「お名前」欄全て 氏名及びフリガナ 非公開妥当

「お電話」欄中の「自宅」欄全て 電話番号

「お電話」欄中の「携帯」欄全て 携帯電話番号

「ご契約者」欄中の「ご住所」欄全て 郵便番号及び住所

「ご指定先」欄中の「ご住所」欄 住所

「製品名・種類・メーカー・型式」欄の1段目 メーカー名

「製品名・種類・メーカー・型式」欄、3段目「発電
出力」から「KW」の間

数値

「金額（税込）円」欄の1段目 数値

「金額（税込）円」欄の「工事代金総額」 数値

「金額（税込）円」欄の「合計」 数値

「お支払い方法」欄の「前払／予定日」欄全て 予定日及び数値

「お支払い方法」欄の「部分払／予定日」欄全て 予定日及び数値

「お支払い方法」欄の「完工払／予定日」欄の全て 予定日及び数値

非公開妥当
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箇 所 内 容

非公開部分
文書名 審査会の判断

産業用太陽光発電システム売
買契約書（兼工事請負契約
書）

「お支払い方法」欄の「お振込み口座」欄の2行目及
び3行目

法人名を含む口座情報 非公開妥当

「（請負者名）」欄の「会社所在地」、「会社
名」、「代表者名」、「電話番号」、「担当者氏
名」の全て

所在地、会社名、代表者名、電
話番号及び氏名

造成計画図1／400(施工図面) 図面全て 所在地が分かる図面 非公開妥当

立入検査結果(17/03/23)
※事情聴取の概要、問い合わ
せ（電話連絡等）

２⾴⽬4⾏⽬2⽂字⽬〜27⽂字⽬
5⾏⽬２⽂字⽬〜40⽂字⽬
7⾏⽬2⽂字⽬〜8⾏⽬2⽂字⽬

大阪府の事情聴取内容 非公開妥当

〇文書名の欄の※以下は、当審査会で加筆したものである。
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